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各関係機関の長

殿
九州大学大学院法学研究院長
村上

裕章

［公印省略］

教員の公募について（依頼）

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、このたび本研究院では、下記の要領により、専任教員を公募いたします。
本公募は、九州大学の将来構想に基づいて改革を推進する本学独自の制度（大学改革
活性化制度）により、九州大学から支援を受ける取り組みとして構想されたプロジェク
トに係るものです。
九州大学の人文社会系４部局（人文科学研究院、人間環境学研究院、法学研究院およ
び経済学研究院）は、２０１８年度から協働して「文系４学部副専攻プログラム」を開
始し、教育活動における連携態勢の強化を図っています（「文系４学部副専攻プログラ
ム」については、http://commons.kyushu-u.ac.jp/ をご参照下さい）
。
九州大学の人文社会系４部局では、さらに学際的な研究活動における連携を深めると
ともに、その取り組みを十全に企画運営していくために、人文社会系の「協働研究教育
プラットフォーム（人社系協働研究教育コモンズ）」を新たに構築することとなりまし
た。
現代社会においては、様々な活動がデータ化されるとともに、そうした様々なデータ
が集積された「ビッグデータ」の分析および利活用がなされることによって、新たな経
済的・産業的価値が創出されつつあります。したがって、本公募では、そのようなサイ
バー空間と現実空間の融合が進展する「超スマート社会」において、ビッグデータを活
用してビジネスを展開する「プラットフォーマー」の社会的な規制のあり方について学
際的な研究を行える研究者を募集します。
本公募では、多分野融合研究を推進するシステムを構築しつつ、独創的に研究を発展
させることができる研究者を採用することによって、協働研究活動の強化をはかるとと
もに、学際的な研究と教育の両輪を機能させる態勢を整えることを目指しています。
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つきましては、貴機関の関係者に周知していただき、適任者をご推薦くださるようお
願い申し上げます。
敬具
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記
１

職務内容

（１）いわゆる「プラットフォーマー」の規制など、「超スマート社会」における諸課
題の研究を高い水準で行うこと。
（２）上記の分野に関する大学院および学部における教育を担当すること。
（３）九州大学の人文社会系４部局による「協働研究教育プラットフォーム（人社系協
働研究教育コモンズ）
」における学際的研究をコーディネートすること。
２

採用職名

准教授（常勤・任期なし）
３

採用時期

平成３０年１０月１日以降のできるだけ早い時期
４

勤務地

福岡県福岡市西区元岡７４４
※

２０１８年１０月から、九州大学の人文社会系４部局は伊都キャンパスへ移転する

予定である。
５

応募資格

（１）いわゆる「プラットフォーマー」の規制など、「超スマート社会」における諸課
題を研究する高度の能力を有すること。
（２）法学を基軸としつつ、他分野との学際的研究を行う能力と関心を有すること。
（３）九州大学の人文社会系４部局による「協働研究教育プラットフォーム（人社系協
働研究教育コモンズ）
」の運営を中心的に担いうる人材であること。
（４）博士（または Ph.D.）の学位（またはそれに相当する研究歴）を有する者、また
は、法曹資格を有する者であること。
（５）応募者は日本語に堪能であること。
（６）応募者の専門領域において、英語による研究業績があること。
（７）応募者の専門領域において、高等教育機関における教育経験を有すること。
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６

提出書類

（１）履歴書（３ヶ月以内に撮られた写真の貼付、高校卒業以降の学歴（取得学位も含
む）
、職歴、所属学会を明記すること。
）
（２）修士号または博士号を有する者については、大学院博士前期課程（修士課程）、
または後期課程（博士課程）の修了証明書を提出すること。法曹資格を有する者につい
ては、当該資格の証明書を提出すること。
（３）研究業績一覧表（著書・論文リスト（口頭発表リストを含む））を掲げること。
当該リストについては、論文名・書籍名、単著・共著の別、掲載誌名、発行機関、出版
社名、発行・出版年、ページ数を明記すること。出版または掲載が確定している業績に
ついては、その旨を明記し、それを証明する書類を添付すること。
（４）研究業績（著書・論文）の別刷りを提出すること（１０点以内。コピー可）
。
（５）主たる研究業績（３点以内）について、それぞれ４００字程度の概要を付すこと
（研究業績一覧表に○を付すこと）
。
（６）教育業績（教育活動に従事した高等教育機関、担当科目、担当年度の情報を記載
すること。
）
（７）着任後の学際的研究に関する抱負（Ａ４版２，０００字程度）
７

応募期間

平成３０年５月２８日（月）
８

必着

応募書類の提出先

〒８１２－８５８１
福岡市東区箱崎６－１９－１
九州大学貝塚地区事務部総務課庶務係
人社系協働研究教育コモンズ企画運営室設置準備委員会委員長
※

村上裕章

宛

郵送の場合は書留郵便とし、封筒の表面に「人社系協働研究教育コモンズ担当教員

公募関係書類」と必ず表記すること。
９

審査方法

資格審査および論文審査（面接審査・公聴会を行う場合は、別途通知する。
）
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１０ 結果通知
決定次第、本人に通知する。
１１ その他
（１）提出書類の形式面に関する照会は、九州大学貝塚地区事務部総務課人事係まで（直
通電話：092-642-4173、Fax：092-642-2349、Email: kasjinji@jimu.kyushu-u.ac.jp）
（２）資格審査および論文審査の合格者に対して面接・公聴会を行う場合に通知する必
要から、必ず応募者に連絡を取ることができる手段（Fax 番号、メールアドレス、電話
番号（携帯電話番号を含む）など）を明記すること。
（３）提出された書類は、原則として返却しない。
（４）公聴会については、九州大学の旅費規定に従って旅費を支給する。ただし、面接
審査については、この限りでない。
（５）九州大学は、女性研究者の応募を歓迎し、働きやすい職場を研究者に提供すべく
努力している。また、九州大学では、男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８
号）の精神に則り、教員選考を行う。詳細については、九州大学男女共同参画推進室の
ウェブサイト http://danjyo.kyushu-u.ac.jp/ を参照されたい。
（６）九州大学では、
「障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）
」、
「障害者の雇用の促
進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）」および「障害を理由とする差別の解
消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）」の趣旨に則り、教員の選考を行う。
以上
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Kyushu University Collaborative Platform
in Research and Education on Humanities and Social Sciences
Recruitment of Associate Professor (Tenured)
April 27th, 2018
Kyushu University
Kyushu University launched a new joint education program for undergraduate students at the
four Faculties of Letters, Education, Law, and Economics from April 2018. For more details,
please refer to the following website: http://commons.kyushu-u.ac.jp/.
In order to facilitate collaborative and interdisciplinary research and education, the four faculties
further decided to establish a “Collaborative Platform in Research and Education on Humanities
and Social Sciences” (hereinafter, “Collaborative Platform”).
In contemporary society, where various activities are kept recorded as data, new economic and
industrial values are being created through the analysis and exploitation of “Big Data” which
aggregate such data. In such a society – often referred to as “Society 5.0”, or “Super Smart
Society” – where cyberspace and “real” space merge, “Digital Platforms” which develop a
business utilizing “Big Data” are expected to play a crucial role.
The Faculty of Law at Kyushu University is currently recruiting a researcher who is able to
conduct interdisciplinary research in the above-mentioned research field mainly from a legal
point of view and to play a central role in managing the Collaborative Platform. The Faculty of
Law is responsible for providing a suitable work environment for independent research within
the framework of this scheme.
By recruiting a researcher who is expected to establish systems to facilitate multidisciplinary
research and develop their own research, the Collaborative Platform aims to strengthen
collaborative activities amongst various disciplines, and to foster an environment conducive to
interdisciplinary research and education.
The application guidelines are outlined in “1. Application Guidelines” below. Application
materials should be submitted to the office only after carefully reading the guidelines.
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1. Application Guidelines:
Faculty Name

Job and Application Details
Field of Research and
Education /
Number of Positions
« Field of Research and
Education »
Research: In the field of
“Society 5.0”, or “Super
Smart Society”, including
the regulation of “Digital
Platforms”.

Job Title

Associate Professor
(tenured faculty position)

Education: Teaching courses
at both graduate and
undergraduate level related
to the above-mentioned
research area.

« Number of Positions »
One position open

Faculty of Law

Application Materials
« Application Materials »
1) CV with a photograph:
front view, no hats, taken in
the last three months.
2) Certificate(s) of the
completion of master’s
degree and/or doctoral
degree. In the case of a legal
professional, a certificate of
qualification.
3) List of academic
achievements, including
academic papers (refereed
and non-refereed), books,
conference proceedings,
presentations in academic
meetings, and grants. With
regard to scheduled
publication(s), specify the
details and attach certified
document(s) to prove the
publication(s).
4) Reprints of up to 10
publications. Photocopies
are acceptable.
5) Summaries of the three
best publications (approx.
1000 words each). Specify
these publications in the list
of academic achievements.
6) Information on relevant
educational experience
(including the name of
higher academic institutions,
the title of the course(s)
taught, and in which
academic year the applicant
taught).
7) Applicant’s
aspirations/plans for
collaborative research (A4
version approx.1,000
words).
« Due Date »
All materials must arrive by
May 28th, 2018 at the latest.
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Job Description / Details

Contact Information

The Faculty of Law, Kyushu
University is currently
recruiting a researcher at the
level of Associate Professor
in the field of “Society 5.0”,
or “Super Smart Society”,
including the regulation of
“Digital Platforms”.

Concerning the position:
Personnel Section, Kaizuka,
Kyushu University
Email:
kasjinji@jimu.kyushu-u.ac.jp

1) Applicants should have an
ability to conduct research in
the above-mentioned
research field.

Concerning the field of
research and education:
Asso. Prof. Ryu KOJIMA
Email:
kojima@law.kyushu-u.ac.jp

Address for Submission
of Application Materials
Applicants should submit
application materials to the
following address:
Prof. Hiroaki MURAKAMI
Chairman of the Preparatory
Committee of Collaborative
Platform in Research and
Education on Humanities
and Social Sciences
6-19-1 Hakozaki Higashi-ku,
Fukuoka, 812-8581, Japan
*Send by registered mail.
(All application materials
must arrive by May 28th,
2018 at the latest)

2) Applicants should be
qualified to conduct
interdisciplinary research
beyond the field of law.

*Please indicate on the front
of the envelope in red letters
“Application for
Collaborative Platform in
Research and Education on
Humanities and Social
Sciences.”

3) Applicants should play a
central role in steering joint
research in the framework of
the “Collaborative Platform
in Research and Education
on Humanities and Social
Sciences” at Kyushu
University.
4) Applicants must have a
Ph.D. (or equivalent
academic degree), or must
be qualified as a legal
professional. If not,
applicants must show
equivalent academic ability.
5) Applicants must be fluent
in Japanese.
6) Publications and/or
presentations in English are
required.
7) Applicants must have
teaching experience at a
higher educational
institution.
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2. Qualifications:
Applicants are required to have obtained a doctoral degree, or to have accumulated equivalent
research achievements, or to be qualified as a legal professional.
3. Starting Date:
The earliest possible after October 1st, 2018.
4. Workplace:
Kyushu University Ito Campus
744 Motooka Nishi-ku Fukuoka, 819-0395, Japan
*The Faculties of humanities and social sciences of Kyushu University are scheduled to move
to Ito Campus from October 2018.
5. Terms:
Salary, Insurance: Standard Kyushu University employment regulations apply in accordance
with each researcher’s career.
6. Research Facilities:
The Faculty of Law provides an office for independent research.
7. Application deadline:
All materials must arrive by May 28th, 2018 at the latest.
8. Screening Standards for Faculty Position:
The committee determines whether an applicant will have the aptitude appropriate for a faculty
position, carefully considering the applicant’s education and research achievements, work
experience, etc., measured by items such as the quality and quantity of scholarly papers,
publications, presentations at academic conferences, lectures, and also the obtaining of research
funds, cooperative research and intellectual property.
For further information, please refer to “Job Description/ Details” in “1. Application Guidelines”
above.
9. Notes:
1) Application materials will not be returned.
2) Applicants who successfully pass documentary examination may be called for an interview or
public hearing. Therefore, contact information (such as Fax number, Email address, Telephone
number (including cell-phone)) should be provided in the CV.
3) Interview transportation costs are the responsibility of the applicant.
4) Kyushu University particularly welcomes applications from female researchers and makes an
effort to provide a comfortable work environment for them. Kyushu University will also select a
candidate following the principles of the Basic Act for Gender-Equal Society (Act No.78 of
1999). For more details, please refer to the website of Office for Promotion of Gender Equality,
Kyushu University: http://danjyo.kyushu-u.ac.jp/en/index.php.
5) Kyushu University will select a candidate following the principles of the Basic Act for
Persons with Disabilities (Act No.84 of May 21, 1970), the Act on Employment Promotion etc.
of Persons with Disabilities (Act No.123 of 1960) and the Act for Eliminating Discrimination
against Persons with Disabilities (Act No.65 of June 26, 2013).
6) For further information, please refer to “Contact Information” in “1. Application Guidelines”
above.
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